
●社会的遺産としての地域文化

地域の個性を発現する地域文化とは、それ

ぞれの地域において育まれてきた生活様

式やしきたりなどを指します。それは、住民が

日々の生活の中で学習していく行動基準でもあ

るのです。こうした地域文化は、いわば社会的

遺産（social heritage）と表現することもできま

す。

私たちは生まれた時は自然的存在に過ぎま

せんが、成長に応じて既に社会に用意されてい

る様式を模倣し学習しながら習得していきま

す。家族、仲間集団、近隣集団、地域社会の中

で生活していくに連れて、先達が創造し、蓄積

してきた偉大な地域文化を身につけていくこと

になります。
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Ⅳ.『伝統文化』が息づく
地域社会の維持・継承

1．地域性を創造する『伝統文化』
地域の魅力の源泉としての農山漁村文化

美しく魅力ある農山漁村には、必ず地域独自の生産・生活様式、すなわち地域の個性があります。地

域の個性はそれぞれの地域が有している固有の文化によって形づくられています。

農山漁村では特に、長い時間の中で伝承されてきた固有の文化を核として、都市部とは異なる歴史

の重みと民俗の香りを帯びる地域文化が存在するのです。

そのような農山漁村文化は多くの日本人を魅了してやみません。農山漁村の魅力の源である地域文

化を大切に保全し、創造し、活用していくことは美しい農山漁村づくりの重要なテーマです。

地域それぞれに稲作様式があり、例えば、はさ架け

方法は、むらそれぞれに様式が異なります。それは

むらの顔として、先人達が大切に守ってきたものな

のです。そのことがむらの結束を保ち、社会を維持

してきました。

稲作風景は日本人が共有する原風景です。



●地域文化とアイデンティティ

このような地域文化は、地域社会において

住民どうしの繋がりを育む一方で、自地

域と他地域とを判別できるような社会個性（アイ

デンティティ）となります。

同じ地域で暮らしている人々の間には継続的

な生活の共同性が保持されるために、風俗や伝

統、話し方、思考や生活の仕方、制度やしきた

りなど、様々な場面において共通性を発展させ

ます。そうした共通性は、他の地域社会からみ

れば個性ある様式として捉えられ、それが地域

の独自性としての魅力の源泉となります。このよ

うな意味で、地域文化は地域社会の統合性の根

拠として、また社会個性（アイデンティティ）の根拠

といえるのです。

例えば、地域文化の伝承が途絶えて全国に共

通な文化が凌駕するようになると、社会個性（ア

イデンティティ）が喪失すると共に、住民相互の連

帯性は弱まり、郷土意識さえも失われていくこと

になります。そうなると、都市住民はもとよりそこ

で暮らしてきた住民自身も、地域に魅力を感じ

たり関心を向けることはなくなります。地域文化

とは、地域社会の命脈ともいえるものなのです。

●個性ある地域文化“農山漁村文化”は

日本人の共通の財産

地域独自の文化が形成され、地域社会が躍

動感に満ちあふれ個性を輝かせている

農山漁村は大変魅力的です。そこでは、家屋の

建築様式、郷土料理、方言、農作業様式等々、

あるものは苦労し、あるものは無意識のうちに

次世代に伝えてきたその地域ならではの様式

が、現代にしっかりと根づいているのです。

これらは、遠い過去から現代までを貫いてい

る「むらの精神」であり、農山漁村にしかない日

本人の共通の財産、拠り所でもあるのです。近

年、都市住民が農山漁村に惹き付けられている

のは、日本人の琴線に触れる「むらの精神」を求

めているからに他なりません。

地域文化を形づくる伝統や風習等を大切に

保全し、継承し、活用していくことは、魅力あ

る美しい農山漁村づくりの重要なテーマです。
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茅葺き屋根、屋敷囲い、防風林、集落の佇まい。住

民にとってはごくありふれた景観も、長い時間を耐え

抜いてきた生きる技に支えられているものです。

それは、地域独自の様式であり文化です。魅力ある

地域の顔をつくり出しているこれらの農山漁村文化

は日本人に共有の財産です。



●地域文化の核としての『伝統文化』とその

特色

地域に伝承されてきた文化は、地域で生き

ていく上での生産・生活の様式そのもの

ですが、その中でも『伝統文化』とは、そこに歴

史性と民俗性を見いだすことができるもので

す。

具体的には、歴史的に伝承されてきた、衣食

住等の日常の生活行為、言語、生産技術、空間

の利用形態、祭礼神事等、農山漁村の生活の中

に随所にちりばめられている様々なものが該当

します。

また伝統文化の性質として、第一に生活の必

要の中で構築し、第二に各世代の役割として意

識されて伝承し続けられ、第三に伝承の過程で

少しずつ変容しながら地域独自の形態が作り

上げられ、そして第四に、当たり前にあるもの

として現代の生活の中で潜在化していく、すな

わち、根付いていく、という傾向をあげることが

できます。

そのため、各時代・各世代において、あえて

意識して未来へ受け継いでいかない限り、目先

の利便性や機能性、流行などに押し流されて消

滅してしまうものも存在します。従って、次世代

へ伝える方法やしくみ、すなわち伝承様式その

ものも重要な要素の一つとして捉えることがで

きるのです。
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農山漁村文化を支える地域の『伝統文化』

農山漁村文化は、長い時間のなかで先人達が創りあげてきた『伝統文化』によって枠付けられます。

伝統文化はその地域において営まれてきた農林漁業とそこに住む人々の中で育まれ、歴史的な経緯

の中で脈々と受け継がれててきた生産・生活にかかわる様式全てが当てはまります。

美しい農山漁村づくりを推進していくとき、改めて地域の生産・生活様式にまなざしを向け、地域に

伝承されてきた『伝統文化』を評価し価値づけることで、地域の魅力を再確認することになります。そ

れは地域への愛情を育み、住民の定住意識を高めていくことになるでしょう。

『伝統文化』のつくられ方 『伝統文化』の現れ方 

生活の必要の中で構築 

各時代各世代の役割として伝承 

変容しながらも地域独自の形態を構築 

地域特性として潜在化＝地域性の創造 

・ 日常の生活行為（伝統的な衣食住様式） 

・ 言語（方言、ものの名称） 

・ 生産技術（農作業方法や工芸技術） 

・ 空間の利用形態（集落形態、山河の利用方法） 

・ 祭礼神事（年中行事、人生儀礼）……等 

 

 
“伝承様式”そのもの（伝わっていくしきたり、しくみ） 
も『伝統文化』の重要な要素 

『伝統文化』の性質



●地域の魅力と『伝統文化』の再評価

魅力ある美しい農山漁村には、生活の中に

しっかりと根付いた伝統文化によって支

えられている地域の個性が輝いています。あま

りに身近にあるがために見落とされがちな地域

固有の文化に改めてまなざしを注ぎ、現在の生

活を支えていることの価値を再評価することが

大切です。

日々の衣食住、言葉、農作業、つきあい、掃

除の仕方等々、普段の生活をもう一度見直して

みてください。そこに必ず先人達の息吹や歴史

の重みを見いだすことでしょう。それらこそ地

域を地域たらしめている個性（アイデンティティ）

の源であり、魅力ある美しい農山漁村づくりに

欠かせない要素なのです。

伝統文化の再評価とは、自分たちと生活空間

の絆を再確認し、しっかりと結び直すことともい

えます。自ら住まう地域社会への愛情と誇りを生

みだすためには地域固有の文化を問い直すこ

とが最も有効な手段の一つです。地域社会を

「我が愛する故郷」と呼べるように、住民みんな

で伝統文化を育んでいくことこそ、魅力ある美し

い農山漁村づくりの目標といえるのです。
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地域の日常の「暮らし」から感じとれる『伝統文化』のいろいろ

例えば、見慣れた風景を意識して見直してみましょう。
何気なく眺めていた雑木林や石碑・石塔に、先達の生きる技や息づかいが感じ取れます。普段当たり前のように作業し
ていた水田や畑の形にも先人の弛まざる努力と知恵に感嘆するでしょう。
集落の周りを囲む山々も地域ならではの呼称があるかも知れません。
伝承されてきた地域文化とは、水田、畑地、水路、屋敷、山林、そして田起こしや田植え，草取り等々の労働や、食事や
衣類等々の生活、そして子どもの成長を願う行事、といった「暮らし」の中に広く存在し、それらに深い意味を与えていま
す。その意味を問い直していくことで、自分たちの地域社会や日々の暮らしがどれほど地域文化に彩られているかを再確
認することになるでしょう。

（農業工学研究所　山下裕作氏作成）



●地域固有の“村がら”という個性

地域には固有の“村がら”があり、様々な

個性に満ちています。この「村がら」の村

とは、人間集団としての「ムラ」を指します。一

方で“村がら”は、「人柄が顔に現れる」というよ

うに景観となって地域の顔を創り出しています。

魅力ある“村がら”は美しい景観となって現れ

てくるのです。このような“村がら”が、地域に

適合する合意形成や住民主体の活動の内容、さ

らに空間デザインや景観形成手法を導き定める

重要な要素となることもあります。

●模倣では生まれ得ない“村がら”

がら”を創り出している主要な要素

が地域の伝統文化です。“村がら”

は地域生活の中から滲み出てくるものですか

ら、過去から現在へと受け継がれてきた地域文

化の上に成立している“地域社会”の有りよう

を個性的に表現したものなのです。つまり、伝

統文化がたくさん存在する地域であっても、そ

の活用や表現の方法が他地域の模倣であっては

“村がら”として感じ取られるものがなく、

人々の心を捉えることは難しいものとなるでし

ょう。

現在、あちこちでワークショップ等の住民参加

型活動の方法論や、空間デザイン手法を駆使し

た地域活性化の優良事例モデルが紹介されて

います。しかし、これらをマニュアルやモデル

通りに実施しても成功するとは限りません。地

域の“村がら”を理解し、地域の個性に最も適

した伝統文化の活用方策を模索していくことが

成功の秘訣です。

●『伝統文化』を活用し、“地域社会”の維

持・継承を目指す

魅力ある“村がら”を創り出していくために

は、地域社会が伝統文化についてしっか

りとした認識を持ち、安直に流行や周囲に迎合

することなく、地域に最も適した生産・生活様

式を見極めていくことが求められます。このこ

とは、必ずしも地域文化伝承のこれまでの方法

に固執するというのではなく、農山漁村環境を

取り巻く新しいニーズに照らし合わせながら伝

統文化をアレンジしていくことでもあります。伝

統文化の様々な様式をデザインの要素として活

用し、空間に彩りを添えていくことも有効な手

だてかもしれません。

これらを活用していく主体は、それぞれの地

域の“地域社会”なのです。伝統文化が存在す

るというだけではなく、それを受け継いできた

人々の活動、すなわち魅力ある“地域社会”の

存在が地域を活性化させ、美しい農山漁村を

つくってきたのです。

言い換えれば、伝統文化そのものを後世に

伝承することが最重要課題ではなく、それを認

識・発見し、育てていく“地域社会”そのものの

維持・継承という行為が、借り物ではない個性

ある“村がら”を創出し、これからの美しい農山

漁村づくりにつながっていきます。72

『伝統文化』を息づかせる“地域社会”

人に様々な人柄があるように、地域には“村がら”というべき多様な個性があります。『伝統文化』を

活用しながら、借り物ではない個性ある“村がら”をつくっていくことにより、より魅力的な美しい農

山漁村づくりが可能となります。そして美しい農山漁村づくりの主体は、それぞれの地域の“地域社

会”であり、地域に最も適合する『伝統文化』の活用の方法を、地域社会全体でみつけていくことが重

要となります。この“地域社会”による発見・模索の作業は、価値観の多様化する現代にあっても、

個々の利害を超えた地域の共通目標となり得、地域活性化の鍵となります。

“村
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“村がら”の創出事例

a

伝統的な集落風景の創出
伝統的な建築様式を導入することで風格ある集落景観が演出されます。
“村がら”は地域独自のデザイン・技法等、さりげない『伝統文化』の活用と工夫で創出できます。

伝統文化資源をモチーフにする
生産生活に欠かせなかった水車は、今でこそその役割を閉じ
ましたが、住民の心象風景の重要な要素であり続けています。
そうした要素をデザインコードとして利用、また、他地域の水車
ではなく、自地域の水車を活用・復活することで、住民は地域
への愛着を育みます。

地域の記憶を辿る
それぞれの場所には、古来より伝承さ
れてきた場利用の作法があります。
場所、空間、風景と会話しながら独自
の利用のあり方を模索していくことで
“村がら”は醸成されていきます。

参考 参考 
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●『伝統文化』のはたらき、担う役割

伝統文化とは、その時々の地域住民が、暮

らしを通じて地域の環境を認知・理解、

評価し、様々な働きかけを行いながら築き上げ、

世代を超えて継承されてきた世界観や規範で

す。それぞれの地域社会ならではの知恵と技を

含んでいるといえます。

また、自然が豊富に残され、農林漁業が営ま

れてきた農山漁村という恵まれた環境であるか

らこそ、そのような文化を五感で実感、新たに

体験することが可能となるのです。

伝統文化の認識や発見は、季節の変化すら

感じにくい都市空間においては既に困難であ

り、その意味でも、農山漁村におけるそれは、

様々な機能と役割を担います。

伝統文化が持つ機能や役割は、次のように整

理することができます。

①地域の土地を保全・維持していく役割

例えば、中山間地域の斜面を覆う棚田は、先

祖代々つくりあげ守ってきた土地利用と農業の

方法であり、言い換えれば、厳しい自然と共生

する方策であったと言えます。結果的に、意図

せずして「季節ごとに移り変わる美しい棚田の

景観」「石垣積みの技術」等の地域固有の文化

をつくりあげてきました。また、上下棚相互の水

利権や、下の棚のために上の棚は耕作放棄で

きないしくみ等は、「地域社会の中の生産と生

活のしきたり」という慣行と価値づけられ、大切

な農地を守り維持していく機能を持つと考える

ことができます。

このような生産のための自然との共生という

伝統文化の数々は、地域の土地を保全し、独自

の景観を創造する役割を果たしてきました。
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2．『伝統文化』の役割と担い手、捉え方
『伝統文化』の持つ役割

農山漁村という空間において、農林漁業に携わりながら、人々はこれまで、地域独自の文化を形づ

くり、守ってきました。『伝統文化』は、今後の魅力ある美しい農山漁村づくりにおいて、地域の独自

性を保全・維持し、表現していく様々な役割を担います。

機械植えができない棚田の田植え風景 観光客も訪れる秋の棚田斜面の景観



②人々をつなぐ役割

「組、株、講」等の農山漁村の日常生活の中

で培われてきた組織形態は、地域社会の中で、

住民相互の合意形成手法として機能してきまし

た。

そこで行われる「信仰」や「行事儀礼」は、住

民相互の関係を永続させようとし、「夏祭り」や

「盆踊り」「神楽」等は住民の連帯感を醸成しま

す。また、正月行事や盆行事等の家で行われる

行事では、地域の基礎である家内部の絆を約

束します。

これらの伝統的な組織は、農山漁村におけ

る地域社会の維持・保全の担い手を組織化し、

世代を超えて継承させる機能を持っています。

③社会個性（アイデンティティ）を現す役割

地域には、その土地固有の伝承文化事象が

あります。また、「塞の神」関連の石仏・板碑・

信仰や、「虫送り」等の境界儀礼は、地域の範囲

を確定し、「祖霊信仰」は地域のまとまりを祈念

し、その豊穣・幸福を約束するものでした。

そして、生業、行事儀礼は、地域に農山漁村

らしい品格を作り上げてきました。これらの儀

礼様式により、地域社会全体で保全すべき地域

の特質と範囲を、愛郷心とともに意識しつつ伝

承してきたのです。

④地域の子ども達を育む役割

子供の行事である「イノコ」等は、子供が神の

使いとして、農作物の豊穣を約束します。子供

なりに農林水産業の役割を担うわけです。「野

遊び」等は、子供達の共同作業を伴い連帯感を

醸成します。「トンド」等は大人と行事をすすめ、

世代間の交流と伝統文化の伝承の場を形成し

ます。また、子供達の成長を地域で祝い、大人

への仲間入りの準備をさせるのが「十三参り」

等の人生儀礼です。

こうした行事儀礼等の伝承により、地域の担

い手が育成されてきました。

⑤地域相互をつなげる役割

地域の民俗芸能や工芸、美しい農山漁村の

景観等は、地域社会により長年の間に創り上げ

られてきた成果であり、郷土愛や地域への誇り

を醸成します。また、祭り等の伝統行事には、

地域を越えた広がりを持つものも多くあり、近

隣地域との交流資源となっています。

さらに、様々な魅力ある農山漁村固有の文化

は都市住民にとっても大きな魅力であり、都市

農山漁村交流の資源として活用することができ

ます。

⑥新たな技術を創り出す役割

農林漁業にかかわる様々な技術としての伝統

文化は、資源循環型の農林漁業の原点であり、

今後、地域における有機無農薬栽培等、高品質

の農産物を生産する技術を確立する上で参考

となります。

また、伝統的品種や地域特有の生産技術・環

境管理技術は、地域の特産物を作る上での貴

重な資源であり、生物相の多様性や景観、住環

境を含めた豊かな地域環境の維持管理に役立

ちます。
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●『伝統文化』を支える地域社会の危機

全国の多くの農山漁村では、従来の伝統文

化を継承する担い手（人々・組織）が減

少するという課題を抱えています。その原因に

は過疎化・高齢化の進行による地域社会の構成

員の減少、日常のライフスタイルの変化や多様化、

農家と非農家（新住民）の混住などによる様々

な課題が生じています。

また、従来の継承ルートの変化に目を向ける

と、高齢者から子世代さらに孫世代と、日常生

活の中で伝承されていた衣食住の生活行為と

いった伝統文化は、子世代（生産年齢層）の都

市への転出によって、日常的なつながりが失わ

れました。生産年齢層の転出は、壮年会・婦人

会、青年会・若妻会等、地域社会の中で中心的

な役割を果たしてきた組織の弱体化を意味しま

す。伝統文化と価値づけられる工芸や技術等

の様々な特殊技能職は、産業として成り立ち得

ない場合、後継者不足という課題を抱えている

ことも多いのが現状です。担い手不足により一

度中止した祭りや後継者の居なくなった技術

は、復活が非常に難しくなります。
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『伝統文化』を息づかせる地域社会の“様々な担い手”

『伝統文化』はその特別な技術や知識を持つ人々や組織が存在し、表現・伝承していかなければ受け

継がれていきません。農山漁村は、近年の過疎化と高齢化の進行により、貴重な『伝統文化』の担い

手消滅の危機にあり、担い手づくりは重要な課題です。

しかしまず、様々な『伝統文化』に対し、これまでの担い手を把握し、次の担い手に伝えていくべきし

きたり等、これまでの経緯を理解することから始まります。

従　　来 近年の課題 

〈世代間のつながり〉 
「高齢者→若世代→子供たち」 
 
〈集落や自治会範域〉 
区会・班など近隣地縁グループ 
年齢層別地縁組織など 
「先輩→後輩」 
「老人会→壮年会・婦人会 
　　　　　→青年会・若妻会→子供会」 
 
〈地域の小・中学校〉 
「地元出身の先生→児童・生徒」 
 
〈様々な特殊技能職〉 
「職人の親方→後継者・弟子」 
 
〈共同作業や相互扶助体制のしくみ〉 
「郷則」「ゆい」「講組」… 

〈世代間のつながり〉 
　子育て世代の転出… 
 
〈集落や自治会範域〉 
　若世代・子供世代の人口減による 
　組織の弱体化… 
 
 
 
 
〈地域の小・中学校〉 
　地元出身・伝統文化に長けた教員減 
 
〈様々な特殊技能職〉 
　後継者不足 
 
〈共同作業と相互扶助体制のしくみ〉 
　組織メンバー減、形骸化・消滅 

『伝統文化』の継承ルート消失の危機
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●『伝統文化』の担い手と継承のための工夫

伝統文化の担い手が減少している今こそ、

新たな担い手や継承方法を、それぞれの

地域が真剣に模索すべき時期に来ているとい

え、地域社会の内外に存在する新たな担い手

と継承方法を求めています。

これまでは、ある世代・組織だけが担ってい

た技術、地域内に住む人だけが参加していた

祭りや行事等、地域社会の合意の上で、参加者

のすそ野を広げたり、しきたりを拡大解釈する

ことで、地域活性化の資源に生まれ変わる可能

性があります。

まず、地域社会により価値評価された様々な

資源を、これまで担ってきたのは誰なのかを理

解し、どのような経緯で変化・発展し、あるい

は弱小化しつつあるのか等、現状を見据えた

上で、地域の課題に対し地域社会全体で共通

認識を持つことが重要となります。

伝統文化の担い手づくり、という作業には、

新たな“村がら”を創造していくヒントが隠され

ています。

「担い手：農家」に代々伝わるはさ架け技術と作法
（山形県山辺町）

親から子へ伝えられる「担い手：お母さん」のつくる伝統
料理の“かいもち”（山形県白鷹町）

 ●日常の生活行為 

（伝統的な衣食住様式のしきたり） 

●生産技術 

（農作業方法や工芸技術） 

●空間の利用形態 

（集落形態、山河の利用方法） 

 

●祭礼神事 

（年中行事、人生儀礼） 

性別、年代、家族の立場による役割分担：親→子→孫 

 

職業ごとの技術者集団：親→後継者、親方→弟子 

 

班・組等の地縁組織等 

性別・年代など地域社会の中の立場による役割分担： 

親世代→子世代、先輩→後輩 

地縁氏子集団等 

性別・年代など地域社会の中の立場による役割分担： 

親世代→子世代、先輩→後輩 

様々な『伝統文化』の例 これまでの担い手と継承ルートの例 



●「ハレ」と「ケ」の『伝統文化』

農山漁村には、農林漁業の営みや季節の移

り変わりと共に、祭りなどの非日常の行事

「ハレ」と日常生活「ケ」が１年のうちにリズムを持

って繰り返されてきた長い歴史の中で培われて

きた伝統文化が、いろいろなところに見受けられ

ます。

「ハレ」としての現れ方で印象的なものは、“「ハ

レ」の舞台”と言われるような、祭り当日本番に行

われる芸能等ですが、さらに、その準備作業や

芸能・しきたりの指導等の数多くの裏方作業が存

在し、地域社会の多大な支援があって初めて成

り立っているのです。

日常の衣食住など生活全般に関わる「ケ」の部

分は、これまで地域の先人達が培ってきた農山

漁村における生活様式と生活手段そのものであ

り、目に見えない作法・技術等、一度失うと取り

戻すことが困難な地域資源です。

78

『伝統文化』の捉え方

農山漁村における『伝統文化』は、農林漁業の営みや季節の移り変わりと共に、祭りなどの非日常行

事「ハレ」と日常生活「ケ」という生活リズム軸から把握することができます。さらに「有形」ー「無形」

という分類軸により具体的な地域の『伝統文化』を再認識することができますが、「ハレ」「有形」等の

見えやすい部分だけではなく、両軸表裏一体で捉えていく必要があります。

「有形」 「無形」 

非日常 
「ハレ」 

日常生活 
「ケ」 

金砂神社小祭礼 
の巫女田楽 
（茨城県金砂郷町） 

茅葺き屋根の 
葺き替え作業 

（岐阜県白川村） 

かっての宿場町大内宿を観光という「ハレ」の場に復活 
（福島県下郷町） 

地縁の班員による 
祭り早朝の旗立て作業 
（山形県山辺町） 

石垣作業 
（群馬県甘楽町） 

田麦俣多層民家 
（山形県朝日村） 

離島の石垣 
（長崎県宇久町） 

「ハレ（非日常）」－「ケ（日常）｣軸、｢有形（見えるもの）｣－「無形（見えないもの等）」軸による『伝統文化』の捉え方
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●有形｜無形の伝統文化

次に、伝統文化は有形｜無形という概念で

捉えることもできます。

例えば、茅葺き屋根の民家の美しい景観は、

周りの農山漁村環境とあいまって目に見える有

形の文化といえますが、その茅を葺き替える技

術や葺き替え作業のための地域社会の協力体

制があってこその文化です。この茅葺き技術や

葺き替え作業を地域社会が協力する「結（ゆい）」

等のしくみは、無形の文化ということができま

す。石垣等の建設技術も同様です。

●『伝統文化』を総体として捉える視点

レ」と「ケ」、有形と無形、すなわち伝

統文化とは、どちらか一方に偏るもの

ではなく、常に表裏一体であるということがで

きます。目に止まりやすい「ハレ」や有形の文化

の存在のみ伝えても、活用が伴わなければ次世

代に伝えていくことはできません。

農林漁業という生産空間、及び自然と共生し

ながら暮らしてきた居住空間、そしてそこで営

まれる行事やしきたり、しつらえ等を、「ハレ」

と「ケ」といった生活リズムで把握し、さらに、

有形｜無形の概念で捉え直すことにより、農山

漁村の地域社会に顕在化・潜在化している伝統

文化を再発見・再認識・再評価していくための

視点を得ることができます。

「ハレ(非日常)」と「ケ(日常)」の事例

「ハレ」の事例 〈行事（年中行事，人生儀礼）の中のしきたり・芸能〉

漁港の正月行事（千葉県鴨川市）
地域住民全員が参加する季節ごとの行事
は、地域社会の一体感を育み、次の日から
の『ケ』＝日常生活の暮らしに対し、メリハ
リをつけるための先人の知恵と言えます。

6年に一度の小祭礼田楽
（茨城県金砂郷町）
『ハレ』の舞台という主役
を演じるのは一生に一度、
ということも多い重要な役
割です。この役割をこなす
ことにより、主役を支えて
くれている地域社会の底
力を知ります。

「ケ」の事例 〈風俗（日常の衣食住）の中の工芸・技術など〉

多層民家の小屋組み（山形県朝日村） 深山和紙（冬の紙漉）（山形県白鷹町）

日常生活をより快適に送るための衣食住に関わる工夫や地場産業とし
ての加工品の技術等は、材料の生産、収穫や採取、その加工までを、気
候風土に合わせた地域固有の方法で行ってきました。特殊な技術はそ
の伝統的な継承のしきたりに従って、一部の後継者のみに伝えられ磨か
れ、芸術の域に達しているものも数多く存在します。しかしながら、伝

統的な継承のしきたりの印
象が強すぎる場合、あるい
は、ライフスタイルの変化
によりもはや普段の身近な
日常物ではなく、非日常の
『ハレ』としての存在価値と
なりつつあるものも増えて
います。

「ハ
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●農山漁村の『伝統文化』は貴重な地域資源

地域固有の伝統文化は地域全体の共有財

産であり、地域への愛着や地域づくりへ

の参加意識を育てる貴重な資源です。一度や

めてしまうと復活が非常に困難となる祭りやし

きたりの継承、後継者の存在しない消えゆく伝

統芸能・工芸・技術等には、消滅の危機にある

貴重な文化があふれているのです。

しかしながらこうして伝承されてきた文化は

特に芸術の創造を意図して維持・継承されてき

たわけではなく、“生活の歴史そのもの”である、

という特徴を持っています。その伝承に長年た

ずさわってきた方々は、普段の生活に身近すぎ

て、価値あるものとして意識していない場合も

多々あります。そのため、次世代に行動のしき

たりだけを伝え、それが今日まで伝えられてき

た“いわれ”や“ゆえん”“変化の経緯”等は説

明されてこなかった場合が多いのです。

伝統文化は、“いわれ”や地域との深い関連

と共に伝えられると、大切な物として認識され

ますが、それだけの場合、貴重なものと気づか

ずに価値づけられず消滅していく可能性を持ち

ます。

●地域住民による『伝統文化』の価値発見

まず“住民自身が、伝統文化の重要性に気

づくしくみ”づくりが必要です。現在、住

民参加のワークショップによる「地域の宝探し」

や、公立小中学校の学習等を活用して子どもた

ち自身が「地域資源を探す」「地域環境を体験

する」などの試みにより、新たな地域の価値の

発見作業が各地で行われ始めました。

これらの活動は、個々人の余暇時間を活用

し利害関係と別に楽しく行う共同作業であり、

住民が自ら考え行動するレベルが高いほど、実

際の地域活性化につながっていきます。

さらに、伝統文化に関わる地域活動参加者は

地域住民だけではなく、行政や学校等の地域の

組織、その他、地域外の専門家やＮＰＯ組織、

都市住民などが存在しますが、あくまでその価

値に気づき活用する“主体”は、現役の地域住

民が参画する地域社会であり、行政や専門家、

都市住民は応援団です。

そして、こうした伝統文化の価値発見が、地

域社会を維持・継承し、美しい農山漁村づくり

を行っていくための第一歩となります。

3．『伝統文化』の保全・再生・創造
地域住民自身が地域の『伝統文化』の価値に気づく…STEP１

地域の祭りや伝統芸能・工芸・技術・様々なしきたり等、まず、最も身近な住民自身が地域固有の

『伝統文化』の存在を認知し、価値に気づくことが最初のステップとなります。

地域社会の主体である住民がまず、大切な共有財産である『伝統文化』の存在を把握し、重要性に

気づき、地域社会全体として共通認識を持つしくみづくりが必要です。

STEP1 
 

地域住民自身が 
地域の『伝統文化』の 
価値に気づく 

STEP2 
 

“新たな担い手”を 
地域社会全体で 
支援する 

STEP3 
 

『伝統文化』そのものの 
“維持・保全”を超え、 
地域社会によるアレンジ 
“再生・創造”の次元へ 

 

STEP4 
他地域への 

情報発信・情報交換、 
『伝統文化』を活用した 
地域活動の経緯と 
効果を後世に伝える 

 

…『伝統文化』が息づく地域社会を維持・継承していく魅力的な農山漁村へ 

『伝統文化』の見つけ方，活かし方のフロー
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 ●住民参加型ワークショップ 

 

 

●郷土の『伝統文化』に触れる 

　活動 

　（郷土史研究会、郷土料理会、 

　祭り保存会…） 

 

 

●学校主体の活動 

　学校をまきこんだ地域活動 

地域のお宝探しなどの街歩きと 

発表会、『伝統文化』要素の整理 
作業等 
 

住民有志による生涯学習活動 
（お年寄りに昔の話を聞く、蔵の中を 
調べる、郷土史を調べる…） 
 
 
 
 
 
小学校等の授業や行事、地域の子 
ども会の中で、地域固有の『伝統文 
化』を扱う 

『伝統文化』発見の方法例 具体的な手法など 方法ごとの効果例 

いつもは車で通過するだけの場所を
歩くことによる『伝統文化』の再発見 
普段交流を持ちにくい住民相互の考
え方を知る機会 

外部委託しなくても『伝統文化』を住
民自身で再認識し保全していく充実
感 
地域の中に隠れた知識人の発見・発
掘 
『伝統文化』の経緯・いわれ等の再
発見 

地域の子ども達に『伝統文化』を伝
える一手段となる 
地域住民が先生となり子ども達と関
わる機会を持つ（世代間交流） 
学校（組織・教職員）ー地域社会の
連携強化 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

『伝統文化』の価値に気づく方法とその効果

ワークショップによる地域の「お宝探し」活動の事例（岩手県葛巻町）
最初から壮大な目標を掲げず、まず地域に何が存在するのか、大切
にしていきたいのか、住民自身がグループごとにお宝発掘作業。

災害避難場所で帰島後の地域づくりの方向性を話し合う（東京都三宅村）
生活再建方策にとどまらず、取り戻したい『伝統文化』の内容やその復活
体制も話し合われる。（撮影：杉山愛氏） 81
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施設伝承 

人柱伝承 

炎神伝承 

蛇の住む藪 

姥捨て淵 

・・・ 

地　名 

コックリ曲り、
カンスのつる 

ハマミチ 

ヒヅマガリ 

ニシミチ 

西畑ミチ 

山小屋ミチ 

高畑ミチ 

妙腰の道 

ババゴロシ 

吉井川の 
丸太橋 

歩き道 

馬車道 

神橋 

・・・ 

生　業 

生業1 

生業暦 

ハガリ 

養蚕 

筏流し 

肥料・薪炭確
保 

牛扱い 

・・・ 

生業2 

ハエ漁 

アマゴ漁 

果樹 

・・・ 

生業3 

木地師 

タタラ 

炭焼き 

野鍛冶 

漆 

紙漉き 

・・・ 

民　具 

牛鞍 

牛鍬 

馬鍬 

サシ棒 

負い子 

ツマゴ 

肥かご 

ハイフゴ 

石炭箱 

のぞきめがね 

・・・ 

食文化 

食文化１ 

こんにゃく 

蕗の佃煮 

ひしお 

はちのこ飯 

大根飯 

ハゼ 

焼米 

だんご汁 

てのくぼ 

キビ餅 

粟餅 

そばがき 

うどん 

だんご汁 

呉汁 

のうさぎ 

ドジョウ 

はえ 

・・・ 

食文化2 

正月 餅色  々

節分 鯨 

彼岸 ボタモ
チ 

代満 うどん 

七夕 ぼたもち 

盆 そうめん 

仏送 送団子 

仲秋 サトイモ 

亥子 ぼたも
ち 

甘酒祭 甘酒 

大晦日 鰯 

・・・ 

組　織 

組 

迫 

若衆組 

娘組 

姑組 

イデ組 

・・・ 

株 

田中株 

他４株 

講 

一宮講 

愛宕講 

庚申講 

日待ち講 

月待ち講 

万人講 

橋講 

・・・ 

社会伝承 

トンドをしない 

正月2日のト
ロロ 

共有地 

黒岩イデ山 

オロ牧野 

カヤ・シバ場 

・・・ 

組作業 

道普請 

イデなおし 

水路直し 

田植組 

・・・ 

 

行事儀礼1 

トンド 

虫送り 

イノコ 

ヒナアラシ 

野遊び 

端午の節句 

七夕 

夕涼み 

イモ名月 

十三参り 

・・・ 

行事儀礼2 

初詣 

花見 

万灯さま 

夏祭り 

レンゲ 

盆踊り 

神楽 

秋祭り 

ムラ入り 

・・・ 

行事儀礼3 

ヤギヨメ 

松迎え 

若年様 

火種 

若水 

牛の餅 

ヌイゾメ他 

ゴカンニチ 

ハナクサ 
雑炊 

十日エビス 

百姓はじめ 

 

 

ボニ 

彼岸 

冬至・夏至 

棚経 

・・・ 

行事儀礼4 

総日待ち 

初午講 

山の神の日 

小正月 

送り正月 

卯月八日 

菖蒲の日 

田植 

五社神講 

かみなり講 

庚申様 

シロミテ 

二十日正月 

・・・ 

子供の遊び 

ツツジの 
二番花 

田ウナギ取り 

・・・ 

子供の仕事 

株きり 

田植え 

牛の世話 

・・・ 

石仏・板碑 

石仏・板碑１ 

炎神 

猫神 

記念碑 

道標 

法師の墓 

石くど 

他小祠 

・・・ 

石仏・板碑2 

力石 

地神 

地主霊 

道祖神 

念仏供養塔 

如意輪観音 

万人供養塔 

地蔵 

大日如来 

・・・ 

石仏・板碑3 

弘法大師像 

竜王神像 

法華経塚 

若宮 

宝篋印塔 

六面鐘 

五輪塔 

観音 

線香立 

家型蘭塔 

馬頭観音 

・・・ 

 

信仰１ 

サンバイ 

水神 

地主様 

地神 

荒神様 

・・・ 

信仰2 

カブ先祖祀り 

甘酒祭り 

愛宕様 

旅の僧の墓 

法印・太夫 

雨乞い 

・・・ 

信仰3 

家の神 

蔵神様 

オドック様 

エビス様 

ヤギトウ 

捨て子 

十三参り 

オカモ様 

・・・ 

信仰4 

掘り出し観音 

雷岩 

イボ神 

かがり堂 

若子様 

足王様 

山上様 

まむしの神様 

マンドウ原 

亀石 

 

鱒供養 

信仰5 

さいの神 

地蔵 

大日様 

辻堂 

・・・ 

信仰6 

一宮様 

観音堂 

お大師めぐり 

元お大師さま 

金比羅信仰 

ダイバ様 

淡路様 

福力荒神 

狼様 

高良様 

お鴨様 

虚空蔵様 

茅野権現 

竜王様 

・・・ 

俗　信 

タチアイに 
あう 

ナマメスジ 

イキアイ 

クッカケの松 

自然知・利用 

自然伝承 

小鳥殺し 

彼岸過ぎて
の七雪 

オキニシカゼ 

・・・ 

作占 

正月の天気 

コブシの花 

・・・ 

気象俚諺 

院庄の汽笛 

北東の山霧 

西の山に 
薄い雲 

ミカノト（山） 

木の葉が 
白い 

泉山の岩 

ウトウノの 
山霧 

彼岸過ぎて
の七雪 

・・・ 

薬用植物 

ガコ草 

ヨモギヤイトウ 

センブリ 

ユキノシタ 

キハダ 

・・・ 

樹木利用 

アサドリ 

フクラシ 

ヤマグワ 

アタマハゲ 

クロモンズ 

・・・ 

伝統的品種 

稲 

愛国 

亀治 

日之出 

吉備穂 

樫の棒 

小天狗 

穀良都 

光明錦 

美穂選 

朝鮮 

金時糯 

神力 

・・・ 

麦 

白トウ 

三島 

在来短芒 

紅梅 

天筈 

屋根裸 

神堂 

畠田小麦 

コビンカタギ 

チンコ 

・・・ 

他 

大豆　在来 

そば　在来 

粟 

稗 

柿　色  々

・・・ 

行事儀礼 信仰俗信 

表1 ○○集落に展開する資源別データ82

参考 参考 伝承事象調査による『伝統文化』の価値発見事例

中国地域のある山間集落において実施した伝承事象調査の一事例です。その地域に伝承されてき

ている様々な事象を収集すると表１のようになり、その数は一つの集落の中でおおよそ400にも上り

ます。さらにこれら個々の事象の内容を検討し、伝統文化の活用を目的として機能別に表２のように

整理し、実際の地域活性化活動の内容に応用していくことが出来ます。
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また、これら個々の事象は、図のように、それぞれが互いに結びつきいくつかの大きな物語を構成

していることがあります。こういった、集落に伝承されてきた「物語」「いわれ」をたどっていくことで、

普段何気なく見過ごしているものにも、大切な伝統文化としての価値があることがわかります。

1.地域認知に資する機能 

 

 

2.社会の維持に資する機能 
 

 

 

3.地域個性の表現に資する機能 
 

 

 

4.教育機能 

 

 

5.地域間交流に資する機能 

 

 

6.技術的文化資源 

①自然認知 

②地域認知 

③施設認知 

①地域社会関係の維持 
 

②住民コミュニティーの醸成 

③家の永続･家の絆の維持 

①地域に固有のもの 
 

②地域の確定をするもの 

③村の時間を表現（農村らしさ） 

①現在の生活基盤学習 

②祖先の生活学習（歴史） 

③実習としての学習（農村体験） 

①観光資源 

②広域にわたる資源 

③地域間の繋がりを保つ資源 

①農業生産維持･高品質農産物生産 

②特産品生産 

③生態系保全 

○景観 ◎生業 ◎自然知･利用 

○景観 ○社会伝承 ◎行事儀礼 

○施設伝承 ○生業1 ○信仰1   

○組 ○株 ○講 ○社会伝承  ○信仰2  
○行事儀礼4   

○行事儀礼2   

○行事儀礼3 ○信仰3   

○石仏･板碑1 ○信仰4 ○自然伝承   
○気象俚諺 ○俗信 

○石仏板碑2 ○信仰5 ○行事儀礼1･4   

◎生業 ◎行事･儀礼 

○景観 

◎生業 ◎食文化 

○行事儀礼1 ○子供の遊び ○子供の仕事 

○行事儀礼2 ○景観 

○石仏･板碑3 ○信仰6 

○石仏･板碑3 ○信仰6  

◎伝統的品種 ○生業1 

○生業2 ◎食文化 

◎生業 ◎自然知･利用 

◎は表１中の 大項目 、○は 中項目 です。 表2 事象の機能別分類表

（農業工学研究所　山下裕作氏作成）



●『伝統文化』の新たな担い手（地域社会内

部の担い手）

伝統文化の維持や保全は、これまでの担い

手だけでは困難であることは事実です。

次世代に伝えていくべきと価値評価された地

域に固有な文化が、従来の伝統的な継承システ

ムに課題があり、消滅の危機にある場合などは、

従来のしくみの単純な復活ではなく、維持・継

承のための新たな担い手の発見・発掘・創出、

という作業も時には必要となります。

このような中、近年、全国各地において、か

つての年代・性別・地域社会の中の立場による

役割分担、あるいは班や組等の地縁関係等にこ

だわらない、NPOのような活動目的を絞った機

能集団“新たな担い手”の出現が多くみられる

ようになりました。

地域社会の中で立場上決められた役割を遂

行するのではなく、活動内容や機能により、有

志のメンバーが個人の意志で活動内容を選択

し、主体的に参画できる状況が生まれてきてい

ます。

それらは、従来の伝承のしきたりに反する方

法であったり、維持・保全・継承される伝統文

化が本来の形とは多少異なる結果となる、とい

う課題も存在します。

しかしながら、地域社会全体で大切にしてい

くべき対象物・担い手・支援方法等を検討しな

がら一連の活動を行っていく過程自体が大切で

あり、活力ある地域社会の再形成につながるも

のとなります。
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“新たな担い手”を地域社会全体で支援する…STEP2

『伝統文化』そのものの評価だけでは、地域で息づくことも自然に維持・継承されることもあり得ません。

しかし近年、かつての年代・性別・社会的な立場による役割分担と地縁関係を超えたNPO等の機能

集団“新たな担い手”が出現する兆しが見られはじめています。

地域の中に必ず存在する『伝統文化』の“新たな担い手”を再評価すると共に、地域社会全体で支援

していくしくみづくり、また、“新たな担い手”を発見・発掘・創出していく地域社会の雰囲気づくりが

重要となります。

今後、応援していく地域社会全体の雰囲気づくりが重要 

〈保存会結成による 

祭りの復活〉 

…メンバー：老若男女を問
わず有志の地域住民、都
市に出ている地元出身者
有志 

 

〈小中学校の授業で 

地域住民が先生に〉 

…平成14年創設の｢生活
科｣｢総合的な学習｣：地元
の『伝統文化』を住民が先
生となり子供たちに継承 

 

〈消防団の活性化〉 

 
…しきたりの継承：若い世
代の地域住民、近隣の
町に移っている出身者 

 

〈都市住民の　 

　参加と交流〉 

…棚田保全プロジェクト
（稲作体験）、オーナー制
度　など… 

 

かつての、年齢や性別、役割分担、地縁関係を超えたNPO的“新たな担い手”



●『伝統文化』の外部の担い手、地域社会

の応援団

また、新たな有志組織には、祭りの御輿の

担ぎ手、棚田の収穫等に、地域外の都市

住民が加わり、力を発揮する場面もめずらしく

なくなりました。

伝統文化の担い手として、様々な活動を地域

社会が主体となって進めていくとしても、外部

の応援団の存在は大きな活力です。

特に、最も力強い応援団は、都市に転出して

いる地元出身者であるかもしれません。共に

価値発見をし、役割分担をしておくことにより、

将来のＵターンを促し、未来の重要な主体に育

っていきます。

●『伝統文化』の担い手は地域社会が主体

いずれにしても、都市住民や地域外の

NPO等、地元地域社会の応援団として

力を借りることも大切ですが、伝統文化を息づ

かせる“新たな担い手”は地域住民自身である

と認識し、自ら取り組んでいく主体性が最も重

要です。既存の地縁組織を活用したり、新たな

NPO組織がその重要な主体となり、さらに、行

政や外部の専門家・都市住民は応援団として支

援することで、より魅力的な地域社会が再生さ

れ、維持・継承されます。

これらの芽を消さず、地域社会全体で応援し

ていくことができるような雰囲気づくりが重要と

なっています。伝統文化の“新たな担い手”の

創出と支援、新しい維持・継承システムの導入

は、地域社会全体が地域の将来を見据えて、自

身で判断・決断をしていく重要事項です。
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●その他の応援団 
都市住民 
地域外NPO的組織 
専門家等 
 

主　体 
現役の地域住民が参画する 
地域社会・NPO的組織 

 

応援団となり得る人たち 

●高齢者・子ども達 
長く住んできた人 ・々 
地域を最もよく知る人  々
（→身近な『伝統文化』 
の価値に気づきにくい） 
 

●地域外居住経験者 
（U・J・Iターン者） 
外から地域を評価した 
経験のある層 
（→外部からの視点を持ち 
価値に気づきやすい） 
 
 

●主体に近い応援団
行政や学校組織、現
在は都市に転出して
いる出身者（盆・暮の
帰省、将来Ｕターンの
可能性） 

次世代に伝える『伝統文化』の担い手（人 ・々組織）は地域の中に存在する 

時には、外部応援団の活力により“交流効果（地域活性化効果）”を生み出す 

○『伝統文化』の“新たな担
い手”を地域社会全体で
支援していくことが重要！ 

○従来の共同作業や活動形
態の単純な復活ではなく、
維持・継承の担い手の再
発見、発掘・創出 

○『伝統文化』の活用能力
のある地域社会が、農山漁
村の総合的な魅力をひき
だしていく 

『伝統文化』を活用した地域活動の“新たな担い手”となり得る人・組織

『伝統文化』の担い手の再発見、発掘・創出フォロー



●『伝統文化』を活かした再生・創造とは

地域固有の伝統文化そのものの“維持・保

全”は大変重要なことですが、そこにと

どまらず、“新たな担い手”を地域社会全体で支

援していきながら、伝統文化を活用した活動を

現代に生きる私たちが、積極的に参画できる形

態にアレンジしていく“再生・創造”のあり方を

模索していくことも、魅力ある地域づくりに向け

た挑戦の一つです。

郷土料理という伝統文化であれば、従来の料

理の味やしきたりを伝承するという重要な使命

の他、新たに地元の素材を活用した料理を加

えていくことで、伝統文化により彩りを添えてい

きます。自然の恵みである湧き水という伝統文

化であれば、地域回遊性も考慮した再整備を

行うことで、都市住民にも認知され交流資源と

なり、地域内外で大切にしていく伝統文化とし

て成長していきます。また、祭りという伝統文

化の復活や再生は、ホームページを活用した広

報活動で、従来では想像もできなかった大きい

支援体制を獲得することもあるでしょう。

これらはほんの一例です。地域固有の伝統

文化をアレンジ“再生・創造”していく手法は無

限に存在し、地域独自のそれぞれの方法をみ

つけていくことは、安易な他地域のコピーでは

なく、地域社会自身が価値づけた地域固有の伝

統文化を生かしたデザインコードを掘り起こし、

質の高い表現方法を模索することでもあります。
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『伝統文化』そのものの“維持・保全”を超え、地域社会によるアレンジ“再生・創造”の次元へ…STEP３

“新たな担い手”を地域全体で支援しながら、『伝統文化』そのものの“維持・保全”を超えて、地域社

会によるアレンジ“再生・創造”も視野に入れつつ、『伝統文化』を活用していく活動を計画し、進め

ていく。このような一連の経過が、『伝統文化』が息づく地域社会を持つ魅力的な農山漁村へと発展

していく重要な計画要件となります。

有志の女性メンバー組織による〈郷土料理〉のアレンジ“再生・創造”

農家レストラン｢まぁ･どん
な？｣（山形県白鷹町）
伝統的な郷土料理の伝承
効果はもちろんのこと、地
元農産物を活用した新た
な創作料理づくりにも力を
そそいでいます。試作品・
桑ゼリー（右）

地元農産物加工場
（大分県竹田市）
婦人会を基盤とした有志メ
ンバーによる｢若葉会｣、
地元食材「きよみどり」を
利用した青豆腐（右）や仕
出し弁当づくり、近隣都市
百貨店にも出荷中。
（撮影:清水夏樹氏）



●『伝統文化』の再生・創造がもたらす地域

の活性化

伝統文化の再生・創造とは、地域固有の文

化を現代において再構築することであ

り、これらの作業は地域社会の活性化に直接つ

ながっていきます。

さらに、地域住民が主体となって行う一連の

活動は、地域活性化のためというプレッシャー

の下での義務感によってではなく、一人一人が

楽しんで参画していくことが何よりも大切です。

地域のため、地域社会の中の義務作業、という

特別な意気込みではなく、特技を活かして有志

グループではじめた活動が、思わぬ新たなアイ

デアや創造性を生み出し、結果として地域社会

の活性化につながるといったことも少なくあり

ません。

伝統文化が息づく地域社会を背景に、大人

達が楽しく暮らす姿勢は、次世代を担う子ども

達に地域の魅力が自然に伝わっていく最も効果

的な方法なのです。
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地域固有の〈建築材料・技術〉のアレンジ“再生・創造”

地域の地場産業を小中学校校舎の改築の際に活用。日本三大瓦“石州瓦”の産地では地域住民の要望により小中学校
校舎の屋根に必ず使用されます。『伝統文化』が現代建築のデザインコードとして活用されている事例。児童の描く「私の
学校」（右）（島根県浜田市）

恵まれた自然資源〈湧き水〉のアレンジ“再生・創造”

“湧き水”を地縁組織で活用するしきたりを受け継ぎつつ
再整備。夏はビールを冷やし素麺をゆすぐ、地域社会共
有の冷蔵庫。（島根県匹見町）

“湧き水”巡りができるような地域回遊性を考慮した再整
備。集落内十数カ所で行い、近隣都市住民も水汲みに訪
れ、住民と交流も。（山形県山辺町）
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古民家〈酒蔵〉のアレンジ“再生・創造”

酒造技術を受け継ぎ、大正建築の酒蔵と隣接する郵便局を一体的に改築、交流施設として再生。地元産の柚や葡萄を
使用したワイン等を新たな特産品に。（茨城県那珂町）

伝統ある〈祭り〉をアレンジ“再生・創造”

平安時代から続く72年に１度
の大祭礼を平成15年、72年
ぶりに開催。地元の氏子中心
の準備委員会を支援するため、
有志メンバーによる組織「大祭
礼を支援する青年の会」は、ホ
ームページを駆使して協力者
集めと広報作業を担当。現代
の情報メディアを最大限活用し
た祭り支援。
（茨城県金砂郷町）

前回昭和6年時の写真

準備委員会（区長）の面々

これら様々な資料を基に、7日間往復
75km、500人以上の大行列を再現。
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●『伝統文化』を支える地域社会マネジメント

地域住民が主役となり、必要に応じて行政

の支援、他組織との連携、地域外応援団

の協力等を得ながら、地域の伝統文化の価値

を見直し、担っていく体制を工夫し、そして、

地域社会のために活かす再生と創造の取り組

みを行うことを通じて、地域社会固有の文化を

マネジメントしていく能力を養うことができます。

魅力ある地域固有の文化を息づかせ、活用

していく地域社会の維持・継承は、農山漁村に

存在する様々な地域資源の保全と管理を、地域

社会主体で担うためのマネジメント、そのもの

であるといえます。

●『伝統文化』の情報発信と地域社会の成長

STEP4ではさらに、現時点の維持にとどまらず、伝統文化の後世への継承方法も含めて、

様々な地域への情報発信・情報交換を試みて

いくことが効果的です。

地域固有の文化の価値発見の方法、新たな

担い手の創出方法と支援方策、文化のアレンジ、

再生と創造等、オリジナリティ溢れる経緯と効

果を伝統文化と共に情報発信していくことで、

新たな地域間交流を生みだすでしょう。それは

同時に、地元地域のやり方が外部評価にさらさ

れ、新たな課題を生むことになるかもしれませ

ん。しかし、様々な形態による情報交換により、

他地域のノウハウや新しい情報を得ることにも

つながり、より地元地域に適した魅力的なマネ

ジメントを行う力をつけ、地域社会は成長して

いきます。

力強く活気があり安定した地域社会の維持・

継承と発展、そこで生き生きと活動する大人の

姿は、必ず次世代の子ども達に通じるものであ

り、安心して定住できる地域づくりにつながり

ます。

伝統文化が息づく地域社会の維持・継承は、

美しい農山漁村の総合的な魅力を引きだして

いくでしょう。

他地域への情報発信・情報交換、『伝統文化』を活用した地域活動の経緯と効果を後世に伝える…STEP4

地域社会による『伝統文化』を活用した活動の成果は、軌道に乗れば終わり、というわけではありま

せん。その後も、他地域への情報発信・情報交換等を行っていくことで、他地域の参考となる、外部

からの評価を地元に戻す等、より地域に適した活用ノウハウに改良していくことができます。

『伝統文化』の活用をきっかけに、地域社会が地域活力のマネジメント能力を身につけ、そして、魅力

ある美しい農山漁村という財産を後世に伝えることとなります。


